












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

新シルク産業創造事業 

～新シルク産業創造館で周年養蚕～ 

京丹後市では、京都工芸繊維大学とともに、平成 28 年 11 月から屋内における人工飼育を用いた

周年養蚕研究を行ってきました。 
平成 30 年 8 月から 10 月には 1 サイクル 20 万頭を飼育。できた繭を製糸し、約６２㎏の生糸を

生産しました。 
 

 

1 月 30 日 
産経新聞 

1 月 30 日 
京都新聞 

1 月 30 日 
毎日新聞 



 
 
  

 

2 月 24 日 京都新聞   

 3 月 1 日 北近畿経済新聞   























 

 
記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

平成 30 年 10 月 1 日 

東日本高速道路株式会社関東支社 

 

 

シルクっちを探せ！「絹のみちスタンプラリー」を開催！ 

～スタンプを集めて素敵な賞品を当てよう～ 
 

ＮＥＸＣＯ東日本関東支社（埼玉県さいたま市）は、経済産業省関東経済産業局及び関係自治体

と連携し、平成 30 年 10 月 5 日（金）から、高速道路を利用して絹関連施設を巡る『シルクっちを探

せ！「絹のみちスタンプラリー」』を開催します。 

「絹のみちスタンプラリー」は、関東経済産業局が実施する「絹

のみち広域連携プロジェクト」と連携した取組みです。かつて関東

各地には絹織物の産地や事業者が多数存在したことから、生糸の

流通や海外に輸出するための各地域を結ぶルート「絹のみち」が

発達しました。この「絹のみち」を高速道路で辿りながら絹関連施

設を巡ります。 

また、10 月 13 日（土）には、スタンプラリーの実施に合わせて、

記念イベントを開催しますので、是非ご参加ください。  

  

                                              

１．スタンプラリー実施期間 

  平成 30 年 10 月 5 日（金）～平成 31 年 1 月 31 日（木） 

 

２．シルクっちスタンプ設置箇所等 

  （1）スタンプ及びスタンプラリー応募台紙付き観光ドライブガイド（以下「ドライブガイド」）設置箇所 

絹関連施設（17 箇所）及びサービスエリア（以下「ＳＡ」）（12 箇所） 【別紙参照】 

※配付状況等により、上記の設置箇所でもドライブガイドがない場合がございます。あらかじめ

ご了承ください。 

※スタンプ押印は、各施設営業日の営業時間内（ＳＡはインフォメーション開設時間内）に限

ります。営業日・営業時間は、各施設のＨＰ等でご確認ください。 

※ドライブガイドは下記ＨＰからもダウンロードできます。 

ＮＥＸＣＯ東日本ＨＰ ：https://www.driveplaza.com/special/silkroad_stamprally2018/ 

関東経済産業局ＨＰ：  

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/creative/2018kinu_no_michi_stamp.html 

  （2）設置されているスタンプ図柄 

      スタンプ設置施設には、それぞれデザインの異なるオリジナルキャラクター「シルクっち」のスタン

プを設置しています。スタンプは、以下の全 29 種類ありますので、是非、たくさんの「シルクっち」

スタンプラリー応募台紙付き観光ドライブガイド（表紙）



 

  

を探しに各施設にお越しください。 

 

【シルクっちスタンプ図柄】 

（絹関連施設） 

 

 

 

（サービスエリア） 

 

 

 

３．プレゼント商品 

  スタンプ設置場所でスタンプを集めてご応募いただくと、抽選により以下のプレゼント賞品が合計

108 名様に当たります。 

  【特賞】 3 組様（各組 4 名様まで） 

「工女姿での富岡製糸場見学+貴賓室案内」   

※応募条件：絹関連施設のスタンプ 5 個以上かつＳＡのスタンプ 1 個以上    

  【プレミアム絹のみち賞】 合計 15 名様 

「白黒ネクタイ2本組」「ハタオリマチノートブック（HATAORI/SARU/SHIKA）」 

「シルクフラワー」 のいずれか 

 ※応募条件：絹関連施設のスタンプ 3 個以上かつＳＡのスタンプ 1 個以上 

  【絹のみち賞】 合計 40 名様 

   「結城紬ポーチ」「銘仙ブローチ」「桑の葉染めハンカチ」「「ようかんべぇ～12 個入り」「ブックレッ

ト」「まんが 高山長五郎の生涯」「ノート（絹絵図）」「ノート（蚕業学校）」「リースストラップ」「富岡

製糸場ブランドブック」「絵葉書セットと絹石鹸」「荒船風穴タオル」「秩父銘仙（財布）」「三溪園

招待券」「上田紬コースター」「シルクソープ」「オリジナルクリアファイル」「オリジナルキャラクタ

ー“てんてん・まめまる”クリアファイル」「天蚕繭」 のいずれか        

※応募条件：絹関連施設のスタンプ 1 個以上かつＳＡのスタンプ 1 個以上 

  【ＮＥＸＣＯ東日本賞】 合計 50 名様  

    「E-NEXCO ｉ-ＭｉＥＶテコロジートミカ」「ＮＥＸＣＯ東日本マナーアップキャラクター マナーティぬ

いぐるみ」 のいずれか   

※応募条件：絹関連施設のスタンプ 1 個以上かつＳＡのスタンプ 1 個以上 

 

富岡製糸場の貴賓室



 

  

４．プレゼント応募方法 

スタンプをドライブガイドのスタンプラリー応募台紙に押印し、ご希望の賞を選択・必要事項を記載の

うえ、以下のいずれかの方法でご応募ください。 

①はがき（スタンプラリー応募台紙）をポストに投函 

②提出窓口のあるスタンプ設置箇所の窓口にスタンプラリー応募台紙を直接手渡し 

【応募締切】 平成 31 年 1 月 31 日（木）まで （郵送必着） 

     ※ＨＰからダウンロードした応募台紙では①の郵送によるご応募はできませんのであらかじめ

ご了承ください。 

 

５．記念イベント開催概要 

 （１）日時 平成 30 年 10 月 13 日（土） 8：00～14：00（予定） 

 （２）場所 関越自動車道 上里ＳＡ（下り線） 

 （３）内容 ・「絹のみちスタンプラリー」の紹介 

       ・絹関連自治体等による観光情報の案内 

       ・ご当地クイズショー、キャラクター撮影会、縁日コーナー等 

       ・NEXCO 東日本による交通安全啓発 

 

＜ドライブガイド＞ 

（表面） 

昨年度のイベントの様子



 

  

（裏面） 

 

 

 

【参考】絹のみち広域連携プロジェクトについて 

 絹関連事業者・施設・地域を結ぶ広域連携プロジェクト。地域や分野を超えた広域連携によるものづ

くりや広域観光振興等に取り組み絹関連産業や地域経済の活性化を目指します。 

（関東経済産業局ＨＰ） 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sightseeing/kinu-no-michi_project.html 

            



 

  

○スタンプ・ドライブガイド設置箇所 

（絹関連施設） 

Ｎｏ． 県名 自治体名 絹関連施設 

1 茨城県 結城市 結城市伝統工芸館 

2 
栃木県 

足利市 足利織物伝承館 

3 小山市 おやま本場結城紬クラフト館 

4 

群馬県 

桐生市 桐生織物記念館 

5 伊勢崎市 田島弥平旧宅 

6 藤岡市 高山社跡 

7 富岡市 富岡製糸場 

8 安中市 鷺宮咲前神社 

9 甘楽郡下仁田町 荒船風穴 

10 埼玉県 秩父市 ちちぶ銘仙館 

11 神奈川県 横浜市 三溪園 

12 山梨県 富士吉田市 ふじさんミュージアム 

13 

長野県 

上田市 重文常田館製糸場 

14 須坂市 ふれあい館まゆぐら 

15 安曇野市 安曇野市天蚕センター 

16 岡谷市 岡谷蚕糸博物館（シルクファクトおかや） 

17 駒ケ根市 駒ケ根シルクミュージアム 

 

（ＳＡ） 

Ｎｏ． 県名 サービスエリア名 インフォメーション開設時間 

18 
栃木県 

佐野ＳＡ（上り線） 8：00～20：00 

19 佐野ＳＡ（下り線） 7：00～19：00 

20 
群馬県 

横川ＳＡ（上り線） 8：30～19：00 

21 横川ＳＡ（下り線） 8：00～18：30 

22 

埼玉県 

高坂ＳＡ（上り線） 8：00～20：00 

23 高坂ＳＡ（下り線） 7：00～19：00 

24 上里ＳＡ（上り線） 8：00～20：00 

25 上里ＳＡ（下り線） 7：00～19：00 

26 

長野県 

東部湯の丸ＳＡ（上り線） インフォメーションなし 

※スタンプ押印は 24 時間可能です 27 東部湯の丸ＳＡ（下り線） 

28 姨捨ＳＡ（上り線） 

29 姨捨ＳＡ（下り線） 

 

 

別紙




